
（単位：千円）

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 260,070,596 ※ 固定負債 72,594,240 ※

有形固定資産 245,383,178 ※ 地方債等 51,763,954
事業用資産 111,334,933 長期未払金 -

土地 46,820,911 退職手当引当金 5,917,106
立木竹 2,893,443 損失補償等引当金 -
建物 125,790,050 その他 14,913,181
建物減価償却累計額 △ 71,218,924 流動負債 5,773,839
工作物 14,641,296 1年内償還予定地方債等 3,998,100
工作物減価償却累計額 △ 7,896,980 未払金 1,281,964
船舶 556 未払費用 11,852
船舶減価償却累計額 △ 556 前受金 541
浮標等 - 前受収益 -
浮標等減価償却累計額 - 賞与等引当金 425,495
航空機 - 預り金 3,029
航空機減価償却累計額 - その他 52,858
その他 10,244 78,368,080 ※

その他減価償却累計額 △ 5,194 【純資産の部】
建設仮勘定 300,087 固定資産等形成分 270,790,655

インフラ資産 128,704,815 ※ 余剰分（不足分） △ 71,406,822
土地 4,208,558 他団体出資等分 △ 1,524,435
建物 5,048,508
建物減価償却累計額 △ 2,281,205
工作物 260,884,895
工作物減価償却累計額 △ 150,905,580
その他 -
その他減価償却累計額 -
建設仮勘定 11,749,640

物品 15,153,361
物品減価償却累計額 △ 9,809,931

無形固定資産 10,174
ソフトウェア -
その他 10,174

投資その他の資産 14,677,244
投資及び出資金 492,064

有価証券 163,599
出資金 328,070
その他 395

長期延滞債権 186,220
長期貸付金 365,464
基金 13,646,217

減債基金 -
その他 13,646,217

その他 -
徴収不能引当金 △ 12,721

流動資産 16,156,882
現金預金 4,568,149
未収金 1,068,460
短期貸付金 29,991
基金 10,433,718

財政調整基金 7,466,171
減債基金 2,967,547

棚卸資産 57,148
その他 12,508
徴収不能引当金 △ 13,092

繰延資産 - 197,859,398
276,227,478 276,227,478

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

連結貸借対照表
（平成３１年３月３１日現在）

科目 金額 科目 金額

負債合計

負債及び純資産合計
純資産合計

資産合計



（単位：千円）

経常費用 54,160,830 ※

業務費用 26,552,279 ※

人件費 6,866,437
職員給与費 5,611,617
賞与等引当金繰入額 422,638
退職手当引当金繰入額 28,039
その他 804,143

物件費等 17,403,513 ※

物件費 7,010,895
維持補修費 967,494
減価償却費 8,978,413
その他 446,712

その他の業務費用 2,282,329
支払利息 487,334
徴収不能引当金繰入額 7,829
その他 1,787,166

移転費用 27,608,551
補助金等 4,148,637
社会保障給付 23,216,782
他会計への繰出金 1
その他 243,131

経常収益 4,191,588
使用料及び手数料 2,013,236
その他 2,178,352

純経常行政コスト 49,969,243 ※

臨時損失 2,988,957
災害復旧事業費 2,914,827
資産除売却損 66,265
損失補償等引当金繰入額 -
その他 7,865

臨時利益 10,391
資産売却益 5,297
その他 5,094

純行政コスト 52,947,809

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

連結行政コスト計算書
自　平成３０年４月１日　

至　平成３１年３月３１日

科目 金額



（単位：千円）

前年度末純資産残高 197,215,564 265,045,266 △ 66,152,364 △ 1,677,338

純行政コスト（△） △ 52,947,809 △ 52,947,809 0

財源 47,509,551 47,509,551 0

税収等 27,245,535 27,245,535 0

国県等補助金 20,264,016 20,264,016 0

本年度差額 △ 5,438,258 △ 5,438,258 0

固定資産等の変動（内部変動） △ 1,265,085 1,265,085

有形固定資産等の増加 13,041,761 △ 13,041,761

有形固定資産等の減少 △ 9,786,976 9,786,976

貸付金・基金等の増加 2,650,996 △ 2,650,996

貸付金・基金等の減少 △ 7,170,866 7,170,866

資産評価差額 △ 33,333 △ 33,333

無償所管換等 1,642,603 1,642,603

他団体出資等分の増加 - -

他団体出資等分の減少 - -

比例連結割合変更に伴う差額 152,903 152,903

その他 4,319,919 ※ 5,401,204 △ 1,081,286

本年度純資産変動額 643,834 ※ 5,745,389 △ 5,254,458 ※ 152,903

本年度末純資産残高 197,859,398 270,790,655 △ 71,406,822 △ 1,524,435

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

連結純資産変動計算書
自　平成３０年４月１日　

至　平成３１年３月３１日

科目 合計 固定資産
等形成分

余剰分
（不足分）

他団体出資等分



（単位：千円）

【業務活動収支】
業務支出 46,359,200 ※

業務費用支出 18,750,677 ※

人件費支出 7,156,188
物件費等支出 8,830,341
支払利息支出 487,334
その他の支出 2,276,813

移転費用支出 27,608,523
補助金等支出 4,148,637
社会保障給付支出 23,216,781
他会計への繰出支出 1
その他の支出 243,104

業務収入 45,703,951 ※

税収等収入 27,684,691
国県等補助金収入 15,418,129
使用料及び手数料収入 2,013,255
その他の収入 587,877

臨時支出 2,914,827
災害復旧事業費支出 2,914,827
その他の支出 -

臨時収入 2,838,962
業務活動収支 △ 731,113 ※

【投資活動収支】
投資活動支出 14,918,529

公共施設等整備費支出 12,265,053
基金積立金支出 2,604,289
投資及び出資金支出 -
貸付金支出 49,187
その他の支出 0

投資活動収入 9,348,580
国県等補助金収入 2,115,874
基金取崩収入 7,132,550
貸付金元金回収収入 38,290
資産売却収入 6,329
その他の収入 55,537

投資活動収支 △ 5,569,949
【財務活動収支】

財務活動支出 4,163,029
地方債等償還支出 4,163,029
その他の支出 -

財務活動収入 6,602,800
地方債等発行収入 6,602,800
その他の収入 0

財務活動収支 2,439,771
△ 3,861,291

8,426,939
1,481

4,567,129

前年度末歳計外現金残高 1,090
本年度歳計外現金増減額 △ 70
本年度末歳計外現金残高 1,020
本年度末現金預金残高 4,568,149

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

前年度末資金残高
比例連結割合変更に伴う差額
本年度末資金残高

連結資金収支計算書
自　平成３０年４月１日　
至　平成３１年３月３１日

科目 金額

本年度資金収支額


